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本日のプログラム
　「就任挨拶」
　舟橋弘晃副会長，三垣日出人 S.A.A.
　大澤俊哉職業奉仕委員長

▶7月16日のプログラム
　「佐藤芳郎ガバナー公式訪問」

「就任挨拶」
荒川謙三会長
根木克己幹事

7月2日のプログラム

●荒川謙三 会長
　この度，素晴らしい運営をされました本德会長の後を受け，第48代会長に就任
させていただきました。我が岡山東 RC は歴史と伝統があり，またこの３年間で
会員数が11名増加しました。本日更に１名の入会式が行われ，会員数は97名にな
りました。新旧のバランスもとれ，非常に活気のあるこの岡山東 RC の会長にな
ることの重責をしみじみと感じておりますが，パスト会長をはじめ会員の皆様の
ご支援，ご指導を賜りながら，１年間を有意義なものにしたいと思っております。
　今年度の K.R. ラビンドラン RI 会長は，≪ Be a gift to the world ≫「世界への
プレゼントになろう」とテーマを発表されました。また，第2690地区の佐藤ガバナーは，「あいことばは
Enjoy Rotary」を自分自身に問いかける言葉として提唱され，会員それぞれがロータリーを好きになれば，
この１年は記憶に残るよいロータリー年度になるはずです，と述べられています。
　私は，今年度『和を広めよう』をスローガンといたしました。この「和」は私の大好きな言葉，文字で
す。日本の文化，伝統，習慣，など，広く日本の心を表します。また，「和み（なごみ）」「おだやか」「のど
か」「気が合う」の意味を持ちます。ロータリークラブにおきまして，例会が非常に重要であることは誰も
異論の無いところだと思います。例会に出席することは義務であると考えても良いと思います。また，例
会が楽しくなければ出席率が落ちるのは当然です。常に時間に追われ忙しくしている会員が，毎週行われ
ている例会に出席することは大変です。しかし，何故多くの会員が毎週出席しているのでしょう。これは，
例会に出席して多くの“仲間”に会って語り合えるからです。情報交換ができるからです。元気を貰えるか
らです。この例会の中に，私は「和み」を持てる時間を作りたいと思っています。全会員から「例会は楽

荒川会長年度スタート！



しい」と言っていただける１年にしたいと思います。また，昼の例会だけでなく，夜間特別例会におきま
しても，例年行われてきました４例会に加え，観桜特別例会を復活いたしました。旭川の桜を愛でながら

「和」の楽器の演奏を聴き，和み，親睦を図る計画を立てています。また，パスト会長をはじめとするベテ
ラン会員と若く入会歴の浅い会員との親睦を図ることを目的に，拡大クラブ奉仕委員会を年３回ほど開催
予定であります。昼の例会におきましても，SAA を中心に多くの会員が互いに交流を図れるような席の工
夫をしたいと思っております。これが会員の維持（退会防止）にも繋がります。また，適宜新入会員歓迎会
を開催いたします。これらに関しましては，クラブ奉仕委員会で十分検討し，実行していただくようにお
願い申し上げます。
　今年度は，一層会員増強に力を入れます。地区の重点目標の１つに「会員の３％以上の増強と維持」が
挙げられています。職業分類をもう一度見直し，未充填の職業を重点的に入会を勧めていきたいと思いま
す。会員増強委員会だけでなく，多くの会員からの推薦をお願いいたします。新入会員が入れば新しい考
えが加わり，活性化が図れます。「和」には，異なるものが出合って一緒にいることを楽しむ，の意味もあ
ります。より多くの知識人による「輪（サークル）」を作りたいと思います。
　また，西下パスト会長の年度から実施され，石井パスト会長，本德直前会長と続いてまいりましたベト
ナムの貧しい子供たちに対する支援を，現地の Nurture the Dream と協力して継続いたします。そのため，
ベトナムミールを年６回行い，その資金を持って今年度もベトナムに行く予定ですので，多くの会員の参
加をお願いいたします。
　その他，職業奉仕事業，社会奉仕事業，ロータリー財団・米山記念奨学会への寄付など，行うことが多
くあります。これらを各委員会で図っていただき，充実した１年にしたいと思っております。
　また，ソウルで行われます世界大会は，児島 RC の渡邊好政元 RI 理事が日韓親善の委員長でもあり，第
2690地区から多くの会員が参加するように佐藤ガバナーからの要請も来ています。親睦を兼ねて，多くの
会員で参加したいと思っております。
　Enjoy しながらも和める１年にしたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

●根木克己 幹事
　素晴らしい歴史と伝統に輝く，岡山東ロータリークラブの第47代幹事を拝命さ
せていただきました根木克己です。
　荒川会長のもと幹事役を仰せつかり，早21ケ月。積み重ねてきた多くの方のご
尽力を思い起こしながら，感慨深い思いでこの場に立っております。と同時に，
本スタートを迎えた12ケ月間に対する責務の大きさと重さに身の引き締まる思い
でございます。諸先輩方の築かれた50年近い歴史と伝統を傷つける事の無いよう
奉仕の努力を重ねて参る所存でございます。
　いざ，幹事役を受けるにあたり，今まで理事・委員長を数回お受けしましたが，当時の自分の考え・思
いに対して甘さを反省するばかりです。ロータリ活動は委員会の皆さんの力，委員長の熱意がクラブの活
力だと再認識いたしました。
　一方で，ご縁あって西下パスト会長，石井パスト会長のスポンサーのもと，ロータリーに入会し，多く
の仲間の皆様とのこれまでの出会いに非常に幸せを感じると同時に，奥が深く，歴史，伝統のあるクラブ
だと改めて感じています。
　本年度荒川会長とクラブ会員との合言葉は「和を広めよう」。これまで出会った仲間との間に“和”を広め
るため，ご夫人・ご家族を含めた会員同士の“輪”（絆）を大切にし，円滑で活気のあるクラブ運営を目指し
てまいります。楽しい人が集まれば自然と楽しい輪ができます。より大きな輪にするには，一人でも多く
のメンバーが，数多く集うことです。この“輪”を広めることが幹事である私の大きな役割と考えています。
そのために皆様，積極的にロータリー活動に関わり，そして興味を持ち，ロータリーを学び，好きになっ
て，心から楽しみましょう。ロータリアンとして，私はまだまだ若輩ものではありますが，理事・委員長・
会員の皆様の情熱と共に，精一杯責務を果たす覚悟です。会員の皆様の温かいご支援，ご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げ，ご挨拶とさせていただきます。



例会報告（7/2）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者19名）
　出席者　81名（内出席免除者出席16名）
　出席率　86.17％（前々回訂正後出席率90.63％）
　ビジター　13名

会長挨拶・報告
　いよいよ新しい年度が始まりました。会長ノミニーに指名され，早１年８カ月が経過しました。準備は
してきたつもりではありますが，足りない点，気付いてない点なども多くあると思います。今後も理事，
役員，委員長の方々と相談し，アドバイスをいただきながら「enjoy」でき，また「和み」のある１年にし
たいと思っております。パスト会長はじめ，会員の皆様全員のご協力，ご支援なくしては成し得ません。
１年間どうぞよろしくお願いいたします。
　所信表明につきましては，後ほど述べさせていただきます。
　本日18：30より，秋山ガバナー補佐訪問がございます。ご案内を差し上げております方は，ご出席の程
よろしくお願いいたします。それに先立ちまして，フレッシュ会員研修会がございます。フレッシュ会員
研修会，並びにガバナー補佐訪問へのオブザーバー出席は，フレッシュ会員にとりまして義務出席ですの
で，ご参加の程よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが，当時，苦労を共にしました県南18RC の同期の幹事が，本日大勢でお祝に来てく
れました。現在でも定期的に会い，親交を深めている良き友であります。彼らの助言も受けながら１年頑
張っていこうと思っています。これからもよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．７月のロータリーレートは，１ドル＝124円です。
２．本日，2015-2016年度「クラブ活動・運営計画報告書」と「会員名簿」をポスティングしております。

また，2015-2016年度 RI テーマバッジもポスティングしておりますので，ご確認ください。
３．本日17：15よりフレッシュ会員研修会を開催いたします。出席予定の方は「2013年手続要覧」と本

日お配りしております「クラブ活動・運営計画報告書」をご持参ください。よろしくお願いいたし
ます。なお，引き続き18：30より，秋山義信（あきやま　よしのぶ）ガバナー補佐訪問クラブ協議会
を開催いたします。関係各位は，「クラブ活動・運営計画報告書」をご持参の上，上着，ネクタイ，
RI テーマバッジをよろしくお願いいたします。

４．第13回日韓親善会議開催のご案内をポスティングしております。ご出席される方は地区ガバナー事
務所へ７月10日（金）までにご連絡お願いいたします。なお，登録料，交通費は各自ご負担ください。

５．他クラブ週報を回覧いたします。
６．ガバナー月信のバインダーをお配りしています。

　 第１回理事会報告 
１．朝霧元晴新入会員の入会が承認されました。委員会配属については親睦活動委員会に決定しま

した。
２．地区大会の登録は全員登録で承認されました。
３．上半期会費・諸会費の納入について，承認いただきましたので，手続きに入ります。なお，地

区大会登録料を含んでいます。
４．国際奉仕委員会に青少年交換小委員会の設立が承認されました。委員会メンバーは勘藤会員，

大橋会員，佐藤会員，諸國会員で決定しました。
５．RI テーマバッジについて，予備費にて購入で承認されました。
６．ガバナー公式訪問例会ならびにガバナー補佐訪問クラブ協議会時の上着・ネクタイ着用につい

お 食 事
幕の内，赤飯，吸物



て，申し合わせられました。
７．拡大クラブ奉仕委員会を開催します。
８．2016年５月28日〜５月30日ソウルにて開催の世界大会への登録のお願いがきています。
９．第13回日韓親善会議開催のご案内をポスティングしています。
10．慣例に従い，暑中見舞い自粛について申し合わせられました。

新入会員入会式
　朝霧元晴（あさぎり　もとはる）会員
　（昭和38年12月16日生まれ）
　朝霧元晴司法書士事務所
　司法書士
　推薦者：西下裕平 パスト会長，根木克己 幹事

感謝状の贈呈
　荒川会長より，本德義明直前会長，齊藤博臣直前副会長，安藤究真直前幹事，勘藤晋直前 SAA に感謝状
と記念品が贈呈されました。

贈呈
　国際ロータリーより，新会員を推薦された木村旭会員，池田博昭会員，山下和也会員に，スポンサーピ
ンが届き，荒川会長より贈呈されました。

ゴルフ同好会へ本年度年間優勝賞品の贈呈式
　荒川会長より，本年度優勝賞品（商品券）の目
録がゴルフ同好会横山会長に贈呈されました。



お祝い行事
会員誕生日　　　高橋，藤岡，仁科，髙藤，冨山，宮本，内山（隆），根木
会員夫人誕生日　岡本，山下（和），松本，安藤，朝霧，浦上，塩見，貝原
結婚記念日　　　堀

●スマイル●
荒川 いよいよ新しい年度が始まりました。パスト会長をはじめとする会員の皆様の御指導を

賜りながら１年間頑張っていきたいと思います。また，県南18RC の同期幹事の仲間達に
感謝いたします。

県南18RC 同期幹事会　絆の会　　荒川会長の門出を祝して
永山（岡山南 RC・地区庶務幹事）　　本年度地区大会への全員登録感謝です。多彩な内容で皆様をお

待ちしております。
鳥居 荒川丸の出航を祝って。皆さんのご活躍を期待しております。
坪井（俊） 荒川会長，根木幹事，役員一同，健康管理を充分にされ，一年間の航海の無事をお祈り

します。
横山 本德丸無事着岸おめでとうございます。荒川新会長，役員の皆様大変御苦労様です。健

康に留意して頑張って下さい。
多田 荒川丸の出港を祝して。
砂山 荒川丸の船出を祝して。週報の綴りに小生の写真を使用していただき感謝です。
糸島 ①荒川会長，舟橋副会長，根木幹事の船出を祝って。　②本德前会長，安藤前幹事おつか

れさまでした。
米田 荒川丸の出港を祝して。
更井 荒川丸の出航を祝し，無事の航海を念じ上げます。
西本 荒川会長，理事役員，委員長の皆さん，楽しい RC に取り組んで下さい。
西下 荒川会長のご活躍に期待し，本德直前会長のご尽力に敬意を表し，本年度岡山東ロータ

リークラブのますますの発展のため頑張ってまいりましょう。朝霧新会員をよろしくお
願いいたします。各クラブの皆様ありがとうございます。

石井 荒川年度のスタートを祝して。
舟橋副会長以下理事・役員17名　　今年よろしくお願いします。
根木 ①重圧の中荒川年度を迎えました。精一杯ガンバります。一年間よろしくお願いいたし

ます。　②新入会員，朝霧元晴さんをよろしくお願いします。
木村 新年度の職業分類委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
浮田 祝“新”荒川丸就航。広報委員会もガンバります。皆様よろしくお願い申し上げます。併

せて，親睦活動委員会では大変お世話になり厚くお礼申し上げます。
諸國 今年度，米山記念奨学会委員長を務めます。よろしくお願い申し上げます。草加先生よ

うこそ
白髭 平成26年度精勤賞をいただきました。荒川会長，執行部の方々の一年間の活躍をお祈り

します。
内山（隆） 荒川丸の出航を祝して。
北村 荒川丸の出航を祝して！
武，児島（道），藤井　　ガックン頑張れ！！
安藤 ①荒川会長，一年間よろしくお願いいたします。根木幹事，一年間がんばってください。 

②写友「輪影」の北海道旅行では，武会員，横手会員，ご一緒させていただいたみなさ
んにお世話になりました。砂山「輪影」会長，本德直前会長，ごちそうさまでした。

S A A 



フレッシュ会員研修会（7/2）

　７月２日（木）17時15分より岡山プラザホテルにて本德ロータリー情報委員長，荒川会長，根木幹事及び
10名のフレッシュ会員が集い，フレッシュ会員研修会が開催されました。研修内容は，ロータリークラブ
の歴史から始まり，我が岡山東ロータリークラブの成り立ちや活動の重点ポイント，クラブとして大切に
していることなど多岐に亘りました。最後は活発な質疑が行われ，大変充実した研修会となりました。

第４回クラブ協議会（秋山�義信ガバナー補佐訪問）（7/2）

　７月２日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第４回クラブ協議会が秋山義信ガバナー補佐， 宮崎雅
史随行幹事の訪問を受けて開催されました。
　荒川謙三会長，根木克己幹事，各委員長より活動計画の発表が行われ，フレッシュ会員10名もオブザー
バー出席しました。秋山ガバナー補佐から，会長方針に沿った積極的な活動計画が組まれており，その成
果を期待している旨の講評をいただきました。
　この後の懇親会は，ガバナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

冨岡 荒川年度のスタートを祝しまして。朝霧元晴さん，ご入会おめでとうございます。
仁科 ①荒川丸の船出を祝って。　②誕生祝ありがとうございます。70才になりました。
斉藤（良） 荒川会長と新執行部のスタートを祝して。
池田 荒川年度のスタートをお祝い申し上げます。朝霧さん御入会おめでとうございます。
横手 荒川会長，根木幹事，理事・役員の方の１年のご活躍をお祈りして !!
友野 荒川会長年度のスタートをお祝すると共に，一年間の無事を祈念いたします。
勘藤 荒川会長，役員，理事の皆様，ご活躍をお祈りいたします。特に，三垣 S.A.A.，髙山副

S.A.A. 頑張って下さい。
和氣 ①本德直前会長ご苦労様でした。　②荒川会長，根木幹事，一年間頑張って下さい。 

③朝霧さん入会おめでとうございます。
冨山 ①新年度の船出を祝して。　②本年度もよろしくお願いします。　③朝霧様御入会おめで

とうございます。
松本 ①荒川年度のスタートをお祝い申し上げます。　②朝霧さんご入会おめでとうございま

す。
弘中 先日は，当ホテルをご利用いただきありがとうございました。
横田 本年度もよろしくお願い申し上げます。朝霧元晴様，ご入会おめでとうございます。
朝霧 本日入会させていただきます。朝霧です。１日も早くロータリアンになれるよう精進し

て参ります。皆様よろしくお願いいたします。
 53件　459,000円



第１回ゴルフ同好会（7/5）

　荒川会長年度の最初のゴルフ同好会第１回例会が，７月５日（日）赤坂レイクサイドカントリークラブで
「取り切り戦」とのダブル戦として開催されました。前日までの雨もすっきり上がり，午後からは少し汗ば
むような絶好のゴルフ日和となりました。総勢35名の同好会メンバーが参加し大いに盛り上がりました。
　当日，赤坂レイクサイドカントリークラブ理事長の坪井パスト会長からお気遣いいただき，特別賞（当日
賞６位）としてゴルフバッグを頂戴しました。ありがとうございました。
　第１回例会において激戦の中，奮起し優勝されたのは日名会員でした。取り切り戦は仁科会員が優勝さ
れ本德直前会長より優勝賞品を受け取られました。おめでとうございます。表彰式も同好会の皆様全員が
盛り上がり楽しく和やかな式となりました。
　次回第２回ゴルフ同好会は９月13日（日）岡山カントリークラブ桃の郷コースで開催されます。皆様奮っ
てのご参加をよろしくお願いします。
 ［文章・写真提供：坪井二郎会員］

クラブ協議会会場 オブザーバー出席のフレッシュ会員

本德直前会長の乾杯 協議会前，秋山ガバナー補佐との懇談会

荒川会長の挨拶 秋山ガバナー補佐挨拶と講評



（第１回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　日名　一誠 会員 50 48 98 30 68
２位　三垣日出人 会員 34 34 68 0 68
３位　近藤　聡司 会員 41 41 82 14 68
ＢＧ　三垣日出人 会員 34 34 68 0 68

（取り切り戦） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　仁科恭一郎 会員 44 43 87 13 74

優勝　日名　一誠 会員

ベストグロス賞　三垣日出人 会員

２位　三垣日出人 会員

特別賞（当日賞６位）　大橋正禎 会員

３位　近藤　聡司 会員

取り切り戦優勝　仁科恭一郎 会員


